
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ムーンバット株式会社 上場取引所 大 

コード番号 8115 URL http://www.moonbat.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役・社長執行役員 （氏名） 中野 誠一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役・常務執行役員 管理本部長 （氏名） 今村 京一 TEL 075-361-0381
四半期報告書提出予定日 平成21年8月6日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 4,458 3.9 619 27.0 624 40.3 353 81.8
21年3月期第1四半期 4,292 ― 487 ― 444 ― 194 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 13.30 ―

21年3月期第1四半期 7.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 13,237 5,919 44.7 222.43
21年3月期 12,479 5,681 45.5 213.46

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,919百万円 21年3月期  5,681百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

7,950 1.9 645 5.2 595 2.2 340 △4.0 12.78

通期 15,100 △0.1 1,160 △4.7 1,085 △7.2 640 23.2 24.05
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 26,708,668株 21年3月期  26,708,668株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  95,189株 21年3月期  91,812株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 26,614,375株 21年3月期第1四半期 26,627,922株
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当第１四半期連結会計期間における日本経済は、昨年秋以降の世界的な金融危機と景気減速を受け、企業収益の

低下や雇用情勢悪化等の先行き不透明感が根強く、個人消費は引続き伸び悩み、いまだ景気回復の動きが見られな

い状況となっております。当社グループの主要販売先である百貨店及びチェーンストアの売上高も消費マインドの

冷え込みにより、引続き厳しい状況が続いております。 

このような環境下、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、高額品に対する消費マインド

の落ち込みを背景に宝飾品等の衣服装飾品が低迷し、また、天候不順により洋傘・レイングッズ・パラソルの販売

が伸び悩みました。しかし、トレンドとして注目の首周りアイテムであるストール等の洋品の販売が堅調であった

こと、並びに、同業者が昨年に経営破綻し市場から退場した影響により大幅なシェア拡大となりました帽子の販売

が大変好調に推移いたしましたことから、他の商材の販売不振を補う形にて、全体として前年同四半期比3.9％増の

44億58百万円となりました。 

収益面では、粗利益率の改善及び増収要因等を主因に、営業利益は６億19百万円（前年同四半期比27.0％増）、

経常利益は６億24百万円（前年同四半期比40.3％増）、四半期純利益は３億53百万円（前年同四半期比81.8％増）

となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ７億57百万円増加して132億37百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金が８億１百万円増加したことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ５億19百万円増加して73億18百万円となりました。この主な要因は、支払

手形及び買掛金が７億89百万円増加したこと、借入金残高が２億55百万円減少したことによるものです。また純資

産合計は、前連結会計年度末と比べ２億38百万円増加して59億19百万円となりました。この主な要因は、四半期純

利益を３億53百万円計上したこと、１億６百万円の配当を実施したことによるものです。 

  

現時点では、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして、平成21年５月14日に公表した数値

に変更はございません。 

なお、今後の見通しにつきましては引続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には速やかに開

示する予定であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 法人税等の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、減価償却費の年額を期間按分する方法によっております。  

  

該当事項はありません。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,892,485 1,091,247

受取手形及び売掛金 2,754,133 3,128,201

商品及び製品 3,171,249 2,994,432

仕掛品 46,215 31,447

原材料及び貯蔵品 97,287 89,417

その他 531,056 363,226

貸倒引当金 △106,368 △73,338

流動資産合計 8,386,058 7,624,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,011,551 2,294,973

その他（純額） 496,130 644,429

有形固定資産合計 2,507,682 2,939,402

無形固定資産   

のれん 104,500 114,000

その他 57,754 38,722

無形固定資産合計 162,254 152,722

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,350,634 1,356,135

投資不動産（純額） 429,094 －

その他 489,761 499,980

貸倒引当金 △93,162 △100,071

投資その他の資産合計 2,176,327 1,756,045

固定資産合計 4,846,263 4,848,169

繰延資産 5,470 7,190

資産合計 13,237,793 12,479,994

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,006,831 2,217,460

短期借入金 205,770 112,220

1年内償還予定の社債 850,000 850,000

未払法人税等 222,944 526,777

賞与引当金 80,800 116,600

返品調整引当金 188,500 146,600

その他 631,685 380,885

流動負債合計 5,186,531 4,350,543

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 1,426,154 1,775,309

退職給付引当金 290,310 281,688

役員退職慰労引当金 － 183,940

その他 215,152 6,916

固定負債合計 2,131,616 2,447,854
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債合計 7,318,148 6,798,398

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,339,794 3,339,794

資本剰余金 1,039,578 1,039,578

利益剰余金 1,561,955 1,314,551

自己株式 △12,275 △11,874

株主資本合計 5,929,053 5,682,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △849 △1,596

繰延ヘッジ損益 266 16,150

為替換算調整勘定 △8,825 △15,008

評価・換算差額等合計 △9,408 △454

純資産合計 5,919,645 5,681,596

負債純資産合計 13,237,793 12,479,994
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,292,622 4,458,582

売上原価 2,479,039 2,444,748

売上総利益 1,813,583 2,013,834

返品調整引当金戻入額 118,700 146,600

返品調整引当金繰入額 126,700 188,500

差引売上総利益 1,805,583 1,971,934

販売費及び一般管理費 1,317,926 1,352,507

営業利益 487,656 619,427

営業外収益   

受取利息 2,299 1,690

受取配当金 28 41

為替差益 － 30,458

不動産賃貸料 11,864 12,257

その他 1,978 2,281

営業外収益合計 16,171 46,730

営業外費用   

支払利息 28,883 13,502

貸与資産賃借料 15,900 15,900

その他 14,060 12,559

営業外費用合計 58,843 41,962

経常利益 444,984 624,194

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,929 －

受取補償金 15,000 －

特別利益合計 19,929 －

特別損失   

たな卸資産評価損 123,057 －

その他 4,263 －

特別損失合計 127,320 －

税金等調整前四半期純利益 337,593 624,194

法人税、住民税及び事業税 137,003 236,474

法人税等調整額 5,899 33,848

法人税等合計 142,903 270,323

四半期純利益 194,690 353,871
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 337,593 624,194

減価償却費 16,193 14,297

のれん償却額 16,062 9,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） 8,000 41,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,925 8,621

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,831 △183,940

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,335 △35,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,929 26,121

受取利息及び受取配当金 △2,328 △1,732

支払利息 28,883 13,502

売上債権の増減額（△は増加） 216,530 386,675

たな卸資産の増減額（△は増加） 82,268 △198,822

仕入債務の増減額（△は減少） 1,319,596 778,592

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,755 △4,734

その他 67,384 223,449

小計 2,106,431 1,701,825

利息及び配当金の受取額 241 46

利息の支払額 △16,054 △8,747

法人税等の支払額 △188,945 △521,953

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,901,673 1,171,171

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △459,500 －

有形固定資産の取得による支出 △12,529 △3,247

有形固定資産の売却に係る中間収入 407,400 －

貸付けによる支出 △36,870 △56,023

貸付金の回収による収入 11,965 12,617

その他 △14,763 △527

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,296 △47,182

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △160,419 △7,000

長期借入金の返済による支出 △356,800 △248,605

自己株式の取得による支出 △108 △400

配当金の支払額 △53,256 △67,553

その他 △1,414 △1,743

財務活動によるキャッシュ・フロー △571,998 △325,302

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,994 2,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,219,382 801,237

現金及び現金同等物の期首残高 1,463,029 1,091,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,682,412 1,892,485
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
衣服装飾品
（千円） 

身回り品
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

外部顧客に対する売上高  145,574  4,147,048  4,292,622  －  4,292,622

計    145,574    4,147,048  4,292,622  ( )－  4,292,622

営業利益  △195,395  744,820  549,425 ( )61,768  487,656

  
衣服装飾品
（千円） 

身回り品
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

外部顧客に対する売上高  96,264  4,362,317  4,458,582  －  4,458,582

計  96,264  4,362,317  4,458,582  ( )－  4,458,582

営業利益  △161,462  841,147  679,684 ( )60,257  619,427

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
中国

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  4,227,041  65,581  4,292,622  －  4,292,622

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  563,073  563,073 ( )563,073  －

計    4,227,041    628,654  4,855,696  ( )563,073  4,292,622

営業利益  468,128  10,897  479,026  8,630  487,656

  
日本

（千円） 
中国

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  4,385,909  72,672  4,458,582  －  4,458,582

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  532,705  532,705 ( )532,705  －

計  4,385,909  605,378  4,991,288  ( )532,705  4,458,582

営業利益  600,379  15,558  615,937  3,489  619,427

      

ムーンバット㈱（8115）平成22年3月期 第1四半期決算短信

－ 8 －



 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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